
 全邸角住戸・内廊下設計の 
    プライベートレジデンス 

 提携企業にお勤めの皆様へ  ＜明和地所(株)より新築マンションのご案内 6月＞ 
 

≪提携割引を受けるまでの流れ≫ ※カードの提出がない場合には、特典が受けられませんのでご注意ください。 
①事前に紹介カードを発行し、モデルルーム等初回来場時に営業担当へご提出ください。 

②モデルルーム等来場時にアンケートの「物件をお知りになったきっかけ」欄【ご勤務先からの紹介】に☑、 

  また口頭で提携企業にお勤めの旨をご申告ください。 

③紹介カードが週末等で発行ができない場合には、こちらのチラシをご持参ください。(紹介カードは後日ご提出頂きます。) 

ご案内時の感染予防対策については、物件ホームページよりご確認ください。 

 

0.5    ％割引 

提携特典 

販売価格より 

    

 （税抜） 

                                     ≪今月のおすすめ物件≫ 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売 

戸数 

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ茅ヶ崎中海岸グランヴィラ 
神奈川県茅ヶ崎市中海岸 

3丁目11516番3の一部 

JR東海道本線・上野東京ライン 

・湘南新宿ライン・相模線  
茅ヶ崎 15分 

 

3LDK 

 

70.89・75.70 4,998.8・5,693.1 2 
2023年 

3月下旬 

「クリオ ライフスタイルサロン茅ヶ崎」公開中 

先着順申込受付中  

＜完全予約制＞                                         

①10:00～②13:00～③15:00～④18:00～                   

クリオ横濱弘明寺グレイステラス 
神奈川県横浜市南区永田南 

1丁目1953番2 
京急本線  弘明寺 5分 2LDK・3LDK  54.20～77.49 4,596.4～6,399.2 7 

2023年 

3月下旬  

「インフォメーションセンター横浜南」および 

「クリオ ライフスタイルサロン横浜」 

先着順申込受付中 

＜完全予約制＞ 

①10：00～②13：00～③16：00～④19：00～ 

クリオ茅ヶ崎中海岸グランシック 
神奈川県茅ヶ崎市中海岸二

丁目11171番2  

JR東海道本線・上野東京ライン 

湘南新宿ライン・相模線  
茅ヶ崎 12分 2LDK・3LDK  100.33～104.45  未定 3 

2023年 

3月下旬  

「クリオ ライフスタイルサロン茅ヶ崎」オープン 

第2期 2022年6月下旬販売開始予定 

＜完全予約制＞ 

①10:00～②13:00～③16:00～ 

クリオ鵠沼海岸グランロワ 
神奈川県藤沢市鵠沼海岸一

丁目5218番328の一部 
小田急江ノ島線 鵠沼海岸 7分 2LDK・3LDK 61.26～167.72 未定 5 

2023年 

6月下旬 

「クリオ ライフスタイルサロン銀座」オープン 

第2期 事前案内会開催 

＜完全予約制＞ 

①10:00～ ②13:00～ ③16：00～ 

＜神奈川＞ 

【予告広告】 

■東京都三鷹市下連雀三丁目192番1（地番） ■交通：JR中央線・総武線、東京メトロ東西線「三鷹」駅徒歩7分 ■構造・規模：鉄筋コンクリート造・地上10階建  ■総戸数：29戸（住戸27戸、店舗1戸、管理事務室1戸）  ■間取り：1LDK・2LDK 

■専有面積：33.66m2～58.14m2 ■予定販売戸数：未定 ■予定販売価格（税込）：未定 ■予定最多価格帯（税込）：未定 ■入居時期：2023年10月下旬 ◇記載の情報は2022年6月2日時点のものです。詳しくはホームページをご覧ください。 
※1 全販売住戸27戸中、18戸が南向き  

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売

戸数

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ竹ノ塚グレイステラス 
東京都足立区竹の塚 

5丁目20番6、他  
東武スカイツリーライン  竹ノ塚  10分  

 
2LDK+S・3LDK 

 

 

68.34～97.35  

 

4,792.7～7,984.3 3 
2023年 

2月下旬  

「クリオ ライフスタイルサロン北千住」公開中 

先着順申込受付中 

 ＜完全予約制＞ 

①10：00～②13：00～③16：00～④18：00～ 

クリオ府中ブライトマークス 
東京都府中市本町 

1丁目9番3、他  
JR南武線・武蔵野線  府中本町  2分  1LDK・2LDK  44.07・60.02 4,295.1・5,889.9 2 

2023年 

3月下旬  

「クリオ ライフスタイルサロン府中」公開中 

最終分譲 先着順申込受付中 

①10：00～②13：00～③15：00～④17：00～ 

(予約制） 

クリオ学芸大学ザ・クラシック 
東京都世田谷区下馬六丁目

79番の4の一部、 他 
東急東横線  学芸大学 9分 2LDK・3LDK 55.05・75.90 8,593.0～12,989.0 6 

2023年 

8月下旬 

「クリオ ライフスタイルサロン銀座」 

最終期 先着順申込受付中 

＜完全予約制＞ 

①10：00～②13：00～③16：00～④19：00～ 

クリオ ラベルヴィ三鷹グランクラス 
東京都三鷹市下連雀三丁目

192番1  

JR中央線・総武線 

東京メトロ東西線  
三鷹 7分 1LDK・2LDK 33.66～58.14 未定 未定 

2023年 

10月下旬 

「クリオ ライフスタイルサロン三鷹」 

同時事前案内会開催 

＜完全予約制＞ 

①10：00～②13：00～③16：00～④18：00～ 

クリオ ラベルヴィ大崎グランクラス 
東京都品川区大崎二丁目

225番9 、他 

JR山手線・埼京線 

湘南新宿ライン 
大崎 3分 2LDK 46.02 7,396.5 

1 

（1F） 

2023年 

7月下旬 

「クリオ ライフスタイルサロン銀座」公開中 

キャンセル住戸 先着順申込受付 

案内時間：10:00～20:00 

＜東京＞ 
物件名をクリックすると、物件ホームページへアクセスできます 

資料請求・来場予約はこちら 

JR中央線・総武線 

「三鷹」駅 徒歩7分 

※1 

1LDK・2LDK/33㎡台～58㎡台、南向き中心 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売 

戸数 

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ川越大手町 埼玉県川越市大手町11番4  

西武新宿線 

 

東武東上線・JR川越線 

本川越 

 

川越 

15分 

 

24分 

 

2LDK+S～

3LDK+S 

 

70.91～91.09 未定 4 
2023年 

7月上旬 

「クリオ ライフスタイルサロン川越」オープン 

第1期2次 

＜完全予約制＞                                         

①10:00～②13:00～③15:00～④17:00～ 

＜埼玉県＞ 

https://www.meiwajisyo.co.jp/clio/pdf/corona.pdf
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/868_Chigasaki&waad=wrQDGuo8
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/881_Gumyoji&waad=zwr8u8Fq&ugad=zwr8u8Fq
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/887_ChigasakiGrand&waad=Ighce3Jf&ugad=Ighce3Jf
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/889_KugenumaGrand/?waad=tKx4KUCL&ugad=tKx4KUCL
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/884_Takenotsuka&waad=9qoiWW7r&ugad=9qoiWW7r
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/882_Fuchu&waad=XuiwxO5e&ugad=XuiwxO5e
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/891_Gakugeidaigaku&waad=SL1N3ZjO&ugad=SL1N3ZjOC:/Users/j3702/Documents/Downloads
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/894_Mitaka/?waad=1CE0OVEB&ugad=1CE0OVEBC:/Users/j3702/Documents/Downloads
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/883_Osaki&waad=JIOnyaLQ&ugad=JIOnyaLQ
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/894_Mitaka/?waad=1CE0OVEB&ugad=1CE0OVEBC:/Users/j3702/Documents/Downloads
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/890_Kawagoe/?waad=Bl6HdMxK&ugad=Bl6HdMxK


＜福岡＞ 

※2 予定販売価格（100万円単位） ※3 入居に必要な全ての手続きを終了した後となります。 ◇記載の情報は2022年6月7日時点のものです。詳しくはホームページをご覧ください。 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売 

戸数 

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ ラベルヴィ呉服町イースト 
福岡県福岡市博多区 

下呉服町511番 
福岡市地下鉄箱崎線 呉服町 6分 2LDK 43.93・44.39 3,163.6 ～3,251.5 3 

即入居可 

※3 

「クリオ ライフスタイルサロン福岡」公開中            

来場予約受付中＜完全予約制＞ 

先着順申込受付中 

クリオ ラベルヴィ赤坂 
福岡県福岡市中央区 

大手門2丁目22番  
福岡市地下鉄空港線 赤坂 7分 1LDK 33.46～34.92 2,693.5～3,391.1 3 

即入居可 

※3 

「クリオ ライフスタイルサロン福岡」公開中 

来場予約受付中＜完全予約制＞                          

最終分譲 先着順申込受付中 

クリオ渡辺通アーバンマークス 
福岡県福岡市中央区 

清川2丁目17号1番1 
福岡市地下鉄七隈線 渡辺通 9分 

 

2LDK・3LDK 

 

 

 

53.94・60.15 

 

  

3,992.2・4,794.9 3 
2023年  

3月下旬 

「クリオ ライフスタイルサロン福岡」公開中            

＜完全予約制＞        

①10：00～ ②13：00～ ③16：00～                          

第2期2次 先着順申込受付中 

０１２０-２２７-９９７ 
■お問い合わせ・資料請求は･･･AM9:00～PM5:00 

明和地所 提携 

■くわしくはこちら・・・ 

検索 

＜愛知＞ 

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売 

戸数 

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ刈谷セントラルマークス 
愛知県刈谷市大正町 

3丁目108番1 
名鉄三河線 刈谷市 2分 

 

 

3LDK・4LDK 

 

 

77.87～93.25 

 

3,898.0～4,299.5 

 

5 
即入居可 

※3 

建物内内覧会開催中 

来場予約受付中＜完全予約制＞ 

先着順申込受付中                

クリオ レジダンス赤池ザ・マークス 
愛知県日進市赤池 

2丁目201番、他 

名古屋市営地下鉄鶴舞線   

・名鉄豊田線 
赤池 1分 4LDK 108.08 8,398.9 

 

1

(14F) 

 

即入居可 

※3 

建物内内覧会開催 

「クリオ ライフスタイルサロン名古屋」公開中        

来場予約受付中＜完全予約制＞ 

先着順申込受付中 

クリオ金山ブライトマークス 
愛知県名古屋市中区 

金山4丁目604番、他  

名古屋市営地下鉄 

名城線・名港線 
金山 2分 3LDK 73.11～95.00 5,693.9～8,890.1 4 

2023年 

1月下旬  

「クリオ ライフスタイルサロン名古屋」公開中          

来場予約受付中＜完全予約制＞ 

先着順申込受付中 

▼提携サイトはこちら ▼クリオセレクション最新号・バックナンバーはこちら 

＜北海道＞  

物件名 所在地（地番） 交通 駅 
徒 

歩 
間取り 専有面積（㎡） 販売価格（万円） 

販売 

戸数 

引渡 

予定 
モデルルーム情報 

クリオ元町駅前 
北海道札幌市東区 

北二十三条東15丁目8番1 
札幌市営地下鉄東豊線 元町 1分 4LDK 85.81 4,496.6 

1 

（3F） 

即入居可 

※3 

「クリオ ライフスタイルサロン札幌」公開中                                  

来場予約受付中＜完全予約制＞ 

先着順申込受付中 

クリオ レジダンス新札幌駅前 
北海道札幌市厚別区 

厚別中央二条五丁目3番8 
JR千歳線 新札幌 3分 3LDK 69.04～88.28 4,5943.3～5,694.3  5 

2024年 

3月下旬 

「クリオ インフォメーションセンター新さっぽろ」 

＜予約制＞ 

①10：00～②13：00～③16：00～④19：00～ 

第3期1次 先着順申込受付中  

クリオ レジダンス札幌大通イースト 
北海道札幌市中央区大通東

九丁目99-1  
札幌市営地下鉄東西線  

バスセンター

前  
9分  2LDK・3LDK  54.75～80.88  3,393.9～4,799.0 7 

2024年 

3月下旬  

「クリオ ライフスタイルサロン札幌」公開中 

①10：00～②13：00～③16：00～④19：00～

第1期2次 先着順申込受付中 

https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/841_Gofukumach2&waad=pAheHkxR
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/851_Akasaka&waad=2nvJCLXU
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/877_Watanabe-Dori&waad=Rxi8Q9y2&ugad=Rxi8Q9y2
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/859_Kariya&waad=nVYoR7NB
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/863_Akaike&waad=4DRGEow7
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/874_Kanayama&waad=n7Nbgnfe
https://www.meiwajisyo.co.jp/merit/?waad=xg4z5crD
https://www.meiwajisyo.co.jp/merit/?waad=xg4z5crD
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/847_Motomachi&waad=TM0MGzX9
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/885_Shinsapporo&waad=LSt7iRw3&ugad=LSt7iRw3
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clio/886_Odori-East&waad=ewqjbfOK&ugad=ewqjbfOK
https://www.meiwajisyo.co.jp/teikei/?url=/clioselection&waad=IxCUCLlkC:/Users/j3702/Documents/Downloads

